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地理院マップシート、QGISの活用
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2015.6.29Exif記述訂正、レンタルサーバー設定 DL先追記



地理院地図とGoogleマイマップ比較１

項目 地理院地図 Googleマイマップ

作成者 国土地理院 Google

行政区域 分かり易い 分かりにくい

緯度、経度 分かり易い 分かりにくい

標高 分かり易い 分かりにくい

HPへの貼り付け 難しい 容易

地図共有 サーバーが必要 容易Googleドライブ

スマートフォン表示 可 可



地理院地図とGoogleマイマップ比較２

項目 地理院地図 Googleマイマップ

Excelファイル 不可 可

Google Spreadsheet 不可 可

CSVファイル 不可 可

kmlファイル(互換性に
注意) 可 可

GeoJSONファイル 可 不可

インポート可能なファイル

kmlファイルの互換性
*1 地理院マップシートで作成したポイントの kmlは両者で使用可
*2 QGISで作成したライン、ポリゴンの kmlは両者で使用可
*3 Googleマイマップで作成したポイントの kmlは地理院地図では使用不可
*4 QGISで作成したポイントの kmlは、Googleマイマップは可、地理院地図は不可



国土数値情報DL 個別入手

ボラセン 設置予定地 ◯

活動地 ◯

資材置き場、倉庫 ◯

ライフライン 鉄道網、鉄道状況 ◯ ◯

道路網、道路状況 ◯ ◯

電気 ◯

ガス ◯

水道 ◯

下水道 ◯

郵便局 ◯

銀行、信用金庫 ◯

インフラ　施設 役所　分庁舎　災害対策拠点 ◯

社協 ◯

公民館 ◯

自治会館　町内会館 ◯

病院 他　医療機関 ◯

消防署 ◯

消防団 ◯

警察署 ◯

公衆トイレ　ショップのトイレ ◯

仮設トイレ ◯

緊急給水所 ◯

防災倉庫 ◯

駐車場 ◯

銭湯　仮設浴場 ◯

ショップ ◯

ガソリンスタンド ◯

宿泊場所 ◯

津波避難ビル ◯

社会的弱者施設(高齢、障害者） ◯

新聞取扱店 ◯

被災予想 危険個所 ◯

被災予測地 地域 ◯

被災状態と支援状態 立ち入り禁止区域 場所 ◯

危険個所 ◯ ◯

指定避難所　 ◯

福祉避難所 ◯

私設避難所 ◯

引越、移動、移送サービス事業者 ◯

16 26

災ボラセンターに
必要な地図データ
（第1分科会Excelより）

約40%のデータは
国土数値情報DL
から入手可能

残り60%は、市町オープン
データ、市町ホームページ、
その他から入手する
必要がある

必要なデータの殆どは
ポイントデータ

ライン、ポリゴンデータは
鉄道網、道路網、
行政区域など一部



地図上の位置精度について

●国土数値情報のデータは緯度、経度を基にしており高精度

●市町オープンデータ、市町ホームページデータには緯度、経度表示がある
ものと無いものがある。住所を元に緯度、経度変換（Geoコーディング）する
と誤差が出ることがある。

●特に、公園、トイレなど住所と緯度、経度の対応を取りにくい場所は住所を
基にしたGeoコーディング誤差が出やすい

精度を確保するには

●市町オープンデータ、ホームページの内、緯度、経度の分かっているデー
タは緯度、経度を使う。

●国土数値情報DLサイトのポイントデータはQGISを利用し、緯度、経度を
含んだCSVファイルで出力する

●住所からGeoコーディングで地図作成する時は、地図上で誤差が無いこと
を確認する。誤差を見つけた時は地図上で修正する。
（地理院地図、Googleマイマップ共、地図上で位置修正できる）



神奈川県のオープンデータ公開状況

横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/opendata/catalog.html

川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-7-5-0-0-0-0-0-0-0.html

相模原市 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/opendata/028373.html

大和市 http://www.city.yamato.lg.jp/web/jyoho/opendata.html

藤沢市 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/joho006/shise/kekaku/kakushu/datalibrary.html

鎌倉市 http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/opendata/opendata.html

茅ヶ崎市 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/jyohosuishin/1009746.html

海老名市 http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1414124340830/index.html

横須賀市 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0110/opendata/index.html

葉山町 http://www.town.hayama.lg.jp/chousei/outline/opendata.html

逗子市 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jouhou/opendata.html

三浦市 http://www.city.miura.kanagawa.jp/toukeijyouhou/opendataportal.html
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オープンデータの例
（横浜市金沢区のAED設置場所、緯度/経度を含む）



地理院マップシートの活用

地理院マップシートの機能

●住所→緯度、経度変換（Geoコーディング）機能がある。

●経度、緯度→住所の（逆Geoコーディング）も可能。

●緯度、経度から標高を検出、表示できる。

●カスタムアイコンを使用できる。例えば、新しい避難所アイコン

●Exif付き写真から緯度、経度を抽出出来る。

●地理院地図（電子国土Web）と、QGISやGoolgeマイマップkmlの違い

地理院地図のkmlは属性要素を明確に定義。一般のkmlは明確な定義なし。このた
め地理院マップシートで作ったkmlはGoogleマイマップでも使用可。逆にQGISや
Googleマイマップのkml(特にポイント)は地理院地図で使えない。



地理院マップシートによる地図サンプル

瀬谷区のトイレマップ  地理院地図 http://goo.gl/ZwxI9L

瀬谷区のトイレマップ  Googleマイマップ https://goo.gl/zAj93j

瀬谷区の公園マップ  地理院地図 http://goo.gl/F0tLAZ

瀬谷区の公園マップ  Googleマイマップ https://goo.gl/yVOiVQ

瀬谷区の郵便局  地理院地図（標高付き） http://goo.gl/yT2Jmx

金沢区の公的施設  地理院地図（標高付き） http://goo.gl/Kb0FlB

瀬谷区の避難施設  地理院地図（カスタムアイコン） http://goo.gl/DpdSrx

瀬谷区の避難施設  Googleマイマップ（カスタムアイコン） https://goo.gl/jNOqVI
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地理院マップシートによるkml作成手順１

１．「地理院マップシート」ダウンロードサイトよりZIP形式の地理院マップシートをダ
ウンロードする。
http://renkei2.gsi.go.jp/renkei/130326mapsh_gijutu/index.htm

２．解凍すると、フォルダー内に注意事項.pdf、地理院マップシート.xls、マニュアル.
pdfの３つのファイルが入っている。

３．地理院マップシート.xlsが本体なのでWindowsパソコンにインストールする。

４．地理院マップシート.xlsではExcelマクロを使用するので以下の記事を参考にマ
クロが使えるようにする。
http://www.relief.jp/itnote/archives/excel-2010-enable-macros.php

５．注意事項.pdfには地理院マップシートを使う上の注意事項が書いてあるので目
を通しておく。

６．マニュアル.pdfには地理院マップシートの使い方が丁寧に書いてあり、ほぼそ
のまま行えば地図を作成できる。
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地理院マップシートによるkml作成手順２

７．CSVで緯度、経度を入手できる場合は、地理院マップシートのD列に緯度、E列
に経度をそのまま貼り付ける。

８．CSVで緯度、経度を入手できない時のみ、地理院マップシートのR列に名称、S
列に住所、（必要あればT列に電話番号など）を貼り付ける。住所はGeoコーディン
グに使う他、属性データとして表示される。

９．Geoコーディングする時はS列を選択後、「住所→座標値」をクリックする。

10．市町オープンデータや市町HPのCSVデータには郵便番号246-0021が入って

いたり、逆に市名、区名が省略され二ツ橋町469など表記されていることがある。こ

の場合はExcel処理であらかじめ郵便番号を削除したり、横浜市瀬谷区二ツ橋町

469などにしておく。

11．カスタムアイコンは20 x 20ピクセルのpngまたはjpgで作成する。

あらかじめurlの分かるサーバーにアップロードしておく。B列にこのurlを記入する

が、このurlにアクセスできることを確認しておく。



地理院マップシートによるkml作成手順３

13．A列は「点」を選択する。B列はクリックしてアイコンを選択する。C列は 20〜40
にしておく。

14．標高表示させる時は、「座標変換等」をクリックし、メニューの「標高」を選択す
る。標高を記入したい列（T列またはU列）を選択し、「座標値→標高（標高Webか
ら）をクリックする。

以降はマニュアル通り

15．「出力」をクリックするとパソコンにkmlファイルが出力される。

16．「地理院地図に表示」をクリックすると「地理院地図」が表示される。

17．右上の「機能」→「ツール」→「作図ファイル」→「ファイルからの読込」でkmlファ
イルを選択し地理院地図にインポートする。

18．Google枚マップにインポートする時は、GoogleドライブからGoogleマイマップ
アプリを立ち上げる。左上に「インポート」が表示されるのでkmlファイルをインポート
する。



地理院地図の共有

１．eコミマップでの共有　→　吉田見岳さん

２．Wordpressによる共有

(1) 地理院地図右上の「機能」→「ツール」→「共有」→「名前を付けて保存」でhtml
ファイルをパソコンに保存する。

(2) このhtmlファイルをFTPソフトでWordpressをインストールしたサーバーにアッ
プロードする。（例えば、http://seyasvn.wp.xdomain.jp）

(3) このアップロードしたファイルのurlにリンクを貼る。
（例えば、http://seyasvn.wp.xdomain.jp/map/xxxxxxxx.html）

３．Jimdoによる共有

(1) このhtmlファイルをFTPソフトであらかじめ契約したレンタルサーバーにアップ
ロードする。（例えば、http://seyasvn.html.xdomain.jp　）

(2) このアップロードしたファイルのurlにJimdoからリンクを貼る。
（例えば、http://seyasvn.html.xdomain.jp/map/xxxxxxxx.html）

http://seyasvn.wp.xdomain.jp


レンタルサーバー設定方法は以下を参照。

http://ictkanagawa.wp.xdomain.jp/ダウンロード

レンタルサーバーについて

http://ictkanagawa.wp.xdomain.jp/
http://ictkanagawa.wp.xdomain.jp/

